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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
間隙を挟んで設けられた２つの電極のうちの一方の電極を含む振動膜が振動可能に支持さ
れたセル構造を少なくとも１つ含む素子を備え、前記振動膜上に配置された支持層と前記
支持層上に配置された光反射層を有する探触子であって、
前記光反射層の上に音響媒体に対する保護層が形成されていることを特徴とする探触子。
【請求項２】
前記振動膜上に、該振動膜と前記支持層との音響インピーダンスを整合させるための音響
整合層が形成され、前記支持層は前記音響整合層の上に配置されることを特徴とする請求
項１に記載の探触子。
【請求項３】
前記保護層は、前記光反射層よりも前記音響媒体の透過率が低いことを特徴とする請求項
１又は２に記載の探触子。
【請求項４】
前記保護層は、前記音響媒体に対する膨潤度が、前記支持層の膨潤度以下であることを特
徴とする請求項１から３の何れか１項に記載の探触子。
【請求項５】
前記光反射層は、Ａｕ、Ａｇ、Ａｌあるいはこれらを含む金属薄膜からなり、その膜厚が
０．０５μｍ～０．２μｍの範囲にあることを特徴とする請求項１から４の何れか１項に
記載の探触子。
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【請求項６】
前記支持層は、オレフィン樹脂、エポキシ樹脂、アクリル樹脂、シリコーン樹脂、ポリエ
ステル樹脂、ポリカーボネート樹脂、ポリウレタン樹脂、パラキシリレン樹脂の何れかを
主成分とすることを特徴とする請求項１から５の何れか１項に記載の探触子。
【請求項７】
前記音響媒体は、ひまし油、ＤＩＤＳ（セバシン酸ジイソデシルエステル）、ポリエチレ
ングリコール、エタノール、生理食塩水、水の何れかであることを特徴とする請求項１か
ら６の何れか１項に記載の探触子。
【請求項８】
前記保護層は、前記音響媒体に対する膨潤度が、前記支持層のそれと同等ないし小さく、
且つ、前記保護層の応力が、前記支持層の応力よりも小さいことを特徴とする請求項１か
ら７の何れか１項に記載の探触子。
【請求項９】
前記保護層は、音響波を透過し、且つ、使用する光の波長領域での光透過率が８５％以上
であることを特徴とする請求項１から８の何れか１項に記載の探触子。
【請求項１０】
前記保護層は、厚みが１０μｍ以下であることを特徴とする請求項１から９の何れか１項
に記載の探触子。
【請求項１１】
前記保護層は、オレフィン樹脂、エポキシ樹脂、アクリル樹脂、シリコーン樹脂、ポリエ
ステル樹脂、ポリカーボネート樹脂、ポリウレタン樹脂、パラキシリレン樹脂の何れかを
主成分とすることを特徴とする請求項１から１０の何れか１項に記載の探触子。
【請求項１２】
請求項１及至１１の何れか１項に記載の探触子と、光源と、データ処理装置と、を有し、
前記探触子は、前記光源から出射した光が被検体に照射されることにより発生する音響波
を受信して電気信号に変換し、
前記データ処理装置は、前記電気信号を用いて被検体の情報を取得することを特徴とする
被検体情報取得装置。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は、被検体に照射された光に起因して該被検体から発生する光音響波を受信するた
めの光音響探触子などとして使用され静電容量型の電気機械変換装置等を備える探触子、
それを用いた被検体情報取得装置等に関する。
【背景技術】
【０００２】
従来の超音波探触子では、圧電材料からなるトランスデューサ（つまり電気機械変換装置
）を用いたものが使用されてきたが、近年では、半導体プロセスを用いて製造される静電
容量型超音波トランスデューサ（CMUT：Capacitive Micromachined Ultrasonic
Transducer）が注目されている。静電容量型超音波トランスデューサは、例えば、空隙の
ある２つの平行平板電極をセル（キャビティ）構造とし、一方の振動可能な振動膜（メン
ブレン）を振動させることにより、音響波の送受信が可能である。特に音響媒体中におい
ては優れた広帯域特性を容易に得ることができる。本明細書において、音響波とは、音波
、超音波、光音響波と呼ばれるものを含む。例えば、被検体内部に可視光線や赤外線等の
光（電磁波）を照射して被検体内部で発生する光音響波を含む。
【０００３】
上記の如き技術状況で、特許文献１では、光音響波を受信する探触子おいて、被検体に照
射された光を反射するための光反射部材が、探触子の受信面より大きく設定されている構
成が提案されている。特許文献２では、振動膜に保護層を有する静電容量型の超音波探触
子が提案されている。本探触では、上部電極上に保護層を有する構造となっており、保護
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層材料として絶縁性の有機物が配置される構成である。尚、本明細書では、メンブレン部
分の振動膜と上部電極部分をあわせて振動膜と表現する場合もある。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２０１０-０７５６８１号公報
【特許文献２】特開２００９-２７２８２４号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
静電容量型光音響探触子において、光音響波を発生させるための光が探触子に入射すると
、探触子の受信面で光音響波が発生しノイズとなるため、受信面に光が入らないように光
反射層が必要となる。ただし、光反射層を形成することによって探触子中の電気機械変換
装置の振動膜のばね定数や変形量にばらつきを生じさせてはならない。そのため、振動膜
上に直接光反射層を形成せずに支持層上に光反射層を形成し、振動膜と光反射層付きの支
持層とを接着させる。この場合、振動膜と光反射層付きの支持層とを音響整合層（振動膜
と支持層との音響インピーダンスを整合させる為の層）を介して接着させることがより好
ましい。
【０００６】
しかしながら、振動膜と光反射層付きの支持層とを音響整合層を介して積層した探触子を
音響媒体中で使用する場合、支持層に応力が印加されるためソルベントクラックが発生す
ることがある。ソルベントクラックの発生によって光反射層付きの支持層に亀裂が発生し
、亀裂の間から光が入射され、光音響波が発生してノイズが増加するといったことがある
。ソルベントクラックとは環境応力亀裂とも呼ばれており、応力と環境要因（化学薬品）
の作用でクラックが発生する現象として知られている。実用的には、溶剤だけでなく、油
、界面活性剤、その他の化学薬品などでも同様の作用をするものがある。
【０００７】
上記構成の探触子では、振動膜と光反射層付きの支持層とを音響整合層を介して形成する
場合に接着材などを用いるため、支持層に応力が印加されてしまうことになる。また、光
反射層は光音響波を透過させる必要があるため、薄い膜が好ましいが、形成時にピンホー
ルなどが発生してしまうことがある。さらに、探触子の作製時の不注意や、探触子を走査
しながら被検体を測定するのに起因して、光反射層にキズが生じてしまうことがある。
【０００８】
このように、光反射層にピンホールやキズが生じた探触子を音響媒体中で使用すると、応
力が印加されている支持層に音響媒体が浸透しソルベントクラックが発生する懸念がある
。また、ソルベントクラックの発生によって光反射層のピンホールやキズがさらに大きく
成長し、光の透過量が増えて探触子の受信面上で光音響波が発生するため、ノイズが増加
してしまう懸念がある。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
上記課題を解決するための本発明の探触子は、間隙を挟んで設けられた２つの電極のうち
の一方の電極を含む振動膜が振動可能に支持されたセル構造を少なくとも１つ含む素子を
備え、振動膜上に配置された支持層と該支持層上に配置された光反射層を有する。そして
、光反射層の上に音響媒体に対する保護層が形成されている。
【発明の効果】
【００１０】
本発明の探触子は、光反射層上に音響媒体に対する保護層を有している。従って、光反射
層のピンホールやキズを介して音響媒体が支持層に浸透することが抑制され、ソルベント
クラックの発生が抑えられる。これにより、光反射層にピンホールやキズがあっても光反
射層のキズ等の進行を防ぐことができ、探触子の受信面で光音響波が発生することによる
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ノイズの増加を防ぐことができる。また、探触子を走査しながら被検体を測定する場合で
も、保護層を形成することで光反射層に新たにキズが生じることが抑制され、支持層のソ
ルベントクラックの発生を抑えることができる。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１】本発明の光音響探触子を説明するための断面図である。
【図２】本発明の実施例１の光音響探触子の断面図である。
【図３】本発明の実施例２の光音響探触子の断面図である。
【図４】（ａ）は静電容量型電気機械変換装置を用いる探触子の上面図、（ｂ）は静電容
量型電気機械変換装置（犠牲層型）を用いる探触子のＡ－Ｂ断面図。
【図５】静電容量型電気機械変換装置（接合型）を用いる探触子の断面図。
【図６】本発明の実施例２の光音響探触子の断面図である。
【図７】本発明の探触子を用いる被検体情報取得装置を示す図。
【発明を実施するための形態】
【００１２】
本発明の探触子の特徴は、音響波受信面であるセル構造の振動膜上に、支持層と該支持層
上に配置された光反射層を有し、光反射層の上に、音響媒体に対する保護層が形成されて
いることである。探触子は、光反射層と被検体との間に音響媒体を介して被検体に対して
静止または移動させて使用される。セル構造は、例えば、基板と接して形成された第一の
電極の上に間隙を介して形成された第二の電極と、第二の電極を備える振動膜と、第一の
電極と振動膜との間に間隙が形成されるように振動膜を支持する振動膜支持部と、で構成
される。セル構造は、所謂犠牲層型、接合型の製法などで作製することができる。後述の
図４の例は犠牲層型の製法で作製することができる構造を有し、後述の図５の例は接合型
の製法で作製することができる構造を有する。本発明の探触子と光源とデータ処理装置を
用いて被検体情報取得装置を構成することができ、ここでは、探触子は、光源から出射し
た光が被検体に照射されることにより発生する音響波を受信して電気信号に変換し、デー
タ処理装置は、電気信号を用いて被検体の画像データを生成する。
【００１３】
以下、本発明の実施形態を説明する。図４に、セル構造を複数含む素子（エレメント）を
有した静電容量型の電気機械変換装置の一例を示す。本実施形態の探触子は、電気機械変
換装置と筐体１１（図１参照）とを少なくとも備える。図４（ａ）は上面図を示し、図４
（ｂ）は、図４（ａ）のＡ－Ｂ断面図である。本電気機械変換装置は、セル構造７を有す
る素子８を複数個有している。図４では、４個の素子８がそれぞれ９個のセル構造７を有
しているが、それぞれが幾つであっても構わない。
【００１４】
本実施形態のセル構造７は、図４（ｂ）に示す様に、基板１、第一の電極２、第一の電極
２上の絶縁膜３、空隙などである間隙５、振動膜４、振動膜４上の第二の電極６で構成さ
れている。セル構造では、間隙を挟んで設けられた２つの電極のうちの一方の電極を含む
振動膜が振動可能に支持されている。基板１は、Ｓｉで構成されているが、ガラスなどの
絶縁性基板を用いても構わない。第一の電極２はチタンやアルミニウムなどの金属薄膜で
形成される。基板１を低抵抗のシリコンで形成する場合には、それ自体を第一の電極２と
することも可能である。絶縁膜３は、酸化シリコンなどの薄膜を堆積することで形成でき
る。振動膜４やそれを支持する部分である振動膜支持部９は、窒化シリコンなどの薄膜を
堆積することで形成される。第二の電極６は、チタンやアルミニウムなどの金属薄膜で構
成することができる。また、図４において、１０は音響整合層、１１は光反射部材、１２
は保護層である。これらについては、後述する。
【００１５】
本実施形態の電気機械変換装置は、接合型の製法を用いても形成することができる。図５
に示す接合型の構成でのセル構造７は、シリコン基板１の上に、空隙などの間隙５、振動
膜４、振動膜支持部９、第二の電極６を設けることで構成される。ここでは、低抵抗のシ
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リコン基板１が、第一の電極を兼ねているが、基板として、絶縁性のガラス基板を用いる
ことも可能であり、その場合は基板１上に第一の電極２となる金属薄膜（チタン、アルミ
ニウムなど）を形成する。振動膜４は、接合されたシリコン基板などから形成される。こ
こでは、振動膜支持部９は、酸化シリコンから形成されるが、窒化シリコンなどの薄膜を
堆積形成することも可能である。第二の電極６は、アルミニウムなどの金属薄膜で形成さ
れる。
【００１６】
本実施形態の探触子の駆動原理を説明する。セル構造は、間隙５を挟んで設けられた第一
の電極２と振動膜とで形成されているので、音響波を受信するためには、第一の電極２も
しくは第二の電極６に直流電圧を印加する。音響波を受信すると、振動膜が変形して間隙
の距離（高さ）が変化するため、電極間の静電容量が変化する。この静電容量変化を第一
の電極２もしくは第二の電極６から検出することで、音響波を検出することができる。ま
た、素子は、第一の電極２もしくは第二の電極６に交流電圧を印加して振動膜を振動させ
ることで、音響波を送信することもできる。
【００１７】
次に、本実施形態の光音響探触子の振動膜上の層構成について図１で説明する。探触子は
、受信部を有する光音響探触子基板１０１上に、音響整合層１０２、支持層１０３、光反
射層１０４、保護層１０５を積層した構成になっている。支持層１０３と光反射層１０４
で光反射部材が構成される。保護層１０５は光音響波を伝達する音響媒体１００と接触し
ている。音響媒体１００は、ひまし油、ＤＩＤＳ（セバシン酸ジイソデシルエステル）、
ポリエチレングリコール、エタノール、生理食塩水、水など、光音響波を伝搬可能な材料
を用いることができる。探触子基板１０１は、上述した様に、単結晶シリコン基板上に形
成されたキャビティ上に単結晶シリコンや窒化シリコンなどからなるメンブレン（振動膜
）を備えた受信部や電極などで構成されている。
【００１８】
音響整合層１０２は、受信部のメンブレン上に形成される。音響整合層１０２としては、
メンブレンのばね定数などの機械特性を大きく変化させないようなヤング率の小さいもの
が好ましい。具体的には、ヤング率が０ＭＰａ以上１００ＭＰａ以下がよい。１００ＭＰ
ａ以下のヤング率を有することにより、光反射層１０４の応力による振動膜への影響を緩
和し、且つ、剛性（ヤング率）も十分に小さいため、振動膜７の機械特性をほぼ変化させ
ない。さらに、音響整合層１０２は、その音響インピーダンスがメンブレンと同程度の材
料が好ましい。具体的には、音響インピーダンスが１ＭＲａｙｌｓ以上２ＭＲａｙｌｓ以
下であることが好ましい。音響整合層１０２の材料としては、例えば、ポリジメチルシロ
キサン（ＰＤＭＳ）を架橋させたシリコンゴムを用いることができる。ＰＤＭＳはヤング
率が１ＭＰａ程度と小さく、また、音響インピーダンスも１ＭＲａｙｌｓ～２ＭＲａｙｌ
ｓ（１ＭＲａｙｌｓ＝１×１０６kg・m-2・s-1であり、以下では、ＭＲａｙｌｓを用いる
）とメンブレンの音響インピーダンスと同程度である。よって、振動膜と音響整合層１０
２との界面での音響波の反射を抑制できる。ＰＤＭＳはシリカ粒子等を添加することで音
響インピーダンスを調整することができる。そのため、使用する目的の材料に応じて音響
インピーダンスを調整し、効率良く光音響波を受信することができる。
【００１９】
光反射層１０４は、被検体から光音響波を発生させるための光を反射するための膜であり
、使用する光の波長領域（例えば７００ｎｍ～１０００ｎｍ近辺）において高反射率の材
料を用いることができる。反射率は、使用する光の波長領域において８０%以上であるこ
とが望ましく、９０％以上であることがより好ましい。例えば、Ａｕ、Ａｇ、Ａｌあるい
はこれらを含む合金などの金属薄膜を用いることができる。また、光反射層１０４の厚み
としては、１０μｍ以下であることが好ましい。Ａｕを用いる場合、Ａｕの音響インピー
ダンスは約６３ＭＲａｙｌｓと高く、音響インピーダンスの不整合による超音波の反射を
防ぐためには十分薄くする必要がある。Ａｕの薄膜を形成するには、蒸着やスパッタリン
グなどの薄膜形成方法を用いることができるが、この限りではなく、従来の公知の方法を
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用いることができる。蒸着やスパッタリングで形成する場合には、Ａｕの膜厚は０．０５
μｍ～０．２μｍの範囲にあればよい。金属薄膜の上に誘電体多層膜を形成し、さらに反
射率を増加させることもできる。また、誘電体多層膜を光反射層として用いることもでき
る。
【００２０】
光反射層１０４は、光音響波を透過させる必要があるため膜厚が薄い膜が好ましいが、蒸
着やスパッタリングを用いて光反射層を形成する場合には、製法上ピンホールなどが発生
してしまうことがある。さらに、光音響探触子を走査しながら被検体を測定する場合には
、膜厚が薄いため光反射層にキズが生じやすい。光反射層１０４は、音響整合層１０２の
上に直接形成することもできるが、支持層１０３上に形成するのがより好ましい。なぜな
ら、音響整合層１０２はヤング率が小さい材料であるため、光反射層１０４を直接音響整
合層に形成した場合には、光反射層の応力で音響整合層が変形する可能性があるからであ
る。また、音響整合層１０２はヤング率が小さい材料であるため、表面粗さを小さくする
ことが難しく、音響整合層上の光反射層の反射率を高くすることが難しい。そのため、光
反射層１０４は音響整合層１０２よりも剛性の高い支持層１０３上に形成するのが好まし
い。支持層１０３の材料としては、オレフィン樹脂、エポキシ樹脂、アクリル樹脂、シリ
コーン樹脂、ポリエステル樹脂、ポリカーボネート樹脂、ポリウレタン樹脂、パラキシリ
レン樹脂などの何れかを主成分とする樹脂フィルムを用いることができる。これらの支持
層１０３は、音響インピーダンスの不整合による超音波の反射を防ぐために、音響インピ
ーダンスが音響整合層１０２と近いことが好ましい。具体的には支持層１０３のヤング率
は、１００ＭＰａ以上２０ＧＰａ以下が望ましい。また、音響インピーダンスは１ＭＲａ
ｙｌｓ以上５ＭＲａｙｌｓ以下程度がよい。支持層１０３の音響インピーダンスを音響整
合層１０２の音響インピーダンスの値に近くすることによって、支持層１０３と音響整合
層１０２との界面での音響波の反射量を低減することができる。
【００２１】
例えば、音響整合層１０２にＰＤＭＳを用いる場合には、支持層１０３にオレフィン樹脂
を用いることが好ましく、その中でもポリメチルペンテン樹脂をより好適に用いることが
できる。この場合、ＰＤＭＳは超音波探触子基板１０１と支持層１０３との接着層として
機能することもできるが、その限りではなく、接着剤を用いてこれらを接着することもで
きる。ただし、超音波探触子基板１０１と支持層１０３を、音響整合層１０２や接着材料
を介して接着させる場合、支持層１０３に応力が印加されてしまうことがある。そのため
、光反射層１０４の上に保護層１０５を形成することによって、光反射層の形成時のピン
ホールやキズがあっても音響媒体が支持層に浸透するのを防ぐのである。また、保護層１
０５を形成することによって、光音響探触子を走査して使用するときに光反射層にキズが
発生するのを防ぐことができる。つまり、本発明の保護層１０５は、光反射層１０４の上
に形成され、音響媒体１００が浸透（透過）しにくい膜である。保護層１０５は、光反射
層１０４よりも音響媒体１００の透過率が低いことが好ましい。具体的には、音響媒体の
透過率が、１０－３ｇ／（ｍ２・ｄａｙ）以下であることがより好ましく、１０－５ｇ／
（ｍ２・ｄａｙ）以下であることがさらに好ましい。こうして、光反射層のキズを増やさ
ないとともに、光反射層にピンホールやキズがあっても亀裂の進行を防ぐことができ、ノ
イズの増加を防ぐことができる。
【００２２】
また、保護層１０５の音響媒体１００に対する膨潤度（乾燥状態から水分を吸収して体積
が膨張する特性の度合い）が大きい場合には、音響媒体が支持層１０３に浸透しやすく、
支持層に残留応力がある状態において、クラックが発生しやすい。そこで、ソルベントク
ラックを生じさせないより好ましい条件として、保護層１０５の音響媒体１００に対する
膨潤度が、支持層１０３の音響媒体１００に対する膨潤度と同等ないし小さいのが好まし
い。つまり、保護層１０５の音響媒体１００に対する膨潤度が、支持層１０３の膨潤度以
下であることが好ましい。具体的には、保護層１０５を音響媒体中に浸漬した場合の、保
護層１０５の質量変化率が１％以下であることが好ましい。さらに、保護層１０５は、そ
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の内部応力または保護層１０５にかかる応力が、支持層１０３にかかる応力よりも小さく
なるように形成されるのが好ましい。保護層１０５にかかる応力を、より小さくすること
でソルベントクラックの発生率を低下させることができる。保護層１０５にかかる応力は
、音響媒体に対して、クラックが発生するクラック応力限界未満にすることがより好まし
い。また、保護層１０５の膜厚は、１０μｍ以下であることが好ましい。
【００２３】
さらに、保護層１０５は、光音響波を透過し、且つ、使用する光の波長領域（例えば７０
０ｎｍから８００ｎｍ）において光透過率が８５％以上であることが好ましい。例えば、
保護層１０５の材料としてオレフィン樹脂、エポキシ樹脂、アクリル樹脂、シリコーン樹
脂、ポリエステル樹脂、ポリカーボネート樹脂、ポリウレタン樹脂、パラキシリレン樹脂
などを用いて形成することができる。これらの樹脂を形成する方法として、ディップコー
ト、スピンコーティング、ゾル‐ゲル法、スプレー法、化学蒸着法などがあるが、これら
に限らず公知の作製方法を用いることができる。保護層１０５を低応力で形成する方法と
して、化学蒸着法によってパラキシリレンを形成することが好ましい。化学蒸着法を用い
ることでパラキシリレン樹脂を、光反射層１０４上にコンフォーマル、且つ、ピンホール
フリーの低応力薄膜として形成することができる。化学蒸着法を用いたパラキシリレン樹
脂は、膜厚を数μｍで形成することができ、光音響波の減衰が少ない。また、パラキシリ
レン樹脂は分子量が約５０万の高分子膜であるため、音響媒体に対する膨潤度も小さい。
【００２４】
このように、本実施形態の光音響探触子は、光反射層の上に保護層を形成することによっ
て、光反射層の形成時のピンホールやキズがあっても音響媒体が支持層に浸透するのを防
ぐことができる。また、保護層を形成することによって探触子を走査して使用するときに
光反射層にキズが発生するのを防ぐことができる。従って、光反射層のピンホールやキズ
を介して音響媒体が支持層に浸透するのを抑えられ、ソルベントクラックの発生が抑制さ
れる。さらに、支持層よりも低応力、且つ、支持層の音響媒体に対する膨潤度よりも小さ
い膨潤度の保護層を光反射層上に形成することが望ましく、こうすることで、よりソルベ
ントクラックの発生を抑えることができる。その結果、光反射層上のキズを増やさないと
ともに、光反射層上にピンホールやキズがあっても亀裂の進行を防ぐことができ、光音響
波のノイズの増加を防ぐことができる。
【００２５】
以下、実施例を説明する。
（実施例１）
図２を用いて、本発明の探触子の実施例１を説明する。本実施例では、パリレンで保護層
を形成する。探触子基板２０１は、単結晶シリコン基板上に形成されたキャビティ上に単
結晶シリコンや窒化シリコンなどからなるメンブレンを備えた受信部や電極などで構成さ
れている。探触子基板２０１はデバイスボード２０８に固定され、デバイスボード２０８
上のパッド（図示せず）とワイヤーボンディングによって電気的にも接続されている。ワ
イヤーとパッドは封止材２０６によって保護されている。光音響波を受信する受信部は３
０ｍｍ×２０ｍｍの大きさで、２つの封止材２０６の間に形成されている。探触子基板２
０１の受信部からの光音響波の受信信号は、フレキ基板２０９を通って回路２１０に接続
されている。回路２１０を通った信号はケーブル２１２を通って、信号処理装置（図示せ
ず）に接続されている。
【００２６】
探触子基板２０１上の音響整合層２０２は、ポリジメチルシロキサン（ＰＤＭＳ）を用い
て形成されている。ＰＤＭＳはヤング率が１ＭＰａ程度と小さく、また、音響インピーダ
ンスも１ＭＲａｙｌｓ～２ＭＲａｙｌｓと受信部のメンブレンの音響インピーダンスと同
程度である。ＰＤＭＳは、光反射層２０４が形成された支持層２０３と探触子基板２０１
とを接着する材料としても機能する。ＰＤＭＳの膜厚は薄すぎると接着力が下がるため、
５０μｍ～５００μｍである。支持層２０３は、オレフィン樹脂の中のポリメチルペンテ
ン樹脂を用い、膜厚は１００μｍである。ポリメチルペンテン樹脂は、ＰＤＭＳよりも剛



(8) JP 5943677 B2 2016.7.5

10

20

30

40

50

性が高く、光反射層２０４の応力で支持層２０３が変形しない様になっている。光反射層
２０４はＡｕ／Ｃｒ／ＳｉＯ２（厚さ＝１５０ｎｍ／１０ｎｍ／１００ｎｍ）の３層構成
である。ＳｉＯ２は溶剤などに対するバリア性を高めるためで、ＣｒはＡｕとＳｉＯ２の
密着性を高めるために用いている。探触子基板２０１の受信面上以外の部分の支持層２０
３は、筐体２１１と接着層２０７を介して接着されており、筐体２１１内に音響媒体２０
０が侵入してくるのを防いでいる。
【００２７】
パラキシリレン樹脂（パリレン）の保護層２０５は、光反射層２０４上に化学蒸着法を用
いて形成する。保護層２０５の膜厚は３μｍである。化学蒸着法を用いてパラキシリレン
樹脂を形成することにより、光反射層２０４上にコンフォーマルにピンホールフリーの低
応力な膜を形成することができる。光反射層２０４が形成されたポリメチルペンテン樹脂
の支持層２０３と探触子基板２０１とを、ＰＤＭＳを用いて接着した場合、有限要素法に
よる計算では６０ＭＰａの応力が支持層２０３に印加されている。しかし、パラキシリレ
ン樹脂を、化学蒸着法を用いて形成した場合の応力は、数ＭＰａであり、音響媒体２００
に対してソルベントクラックが発生しにくい。また、パラキシリレン樹脂は分子量が約５
０万の高分子膜であるため、音響媒体に対する保護層の膨潤度は、支持層２０３の膨潤度
よりも小さい。
【００２８】
このように、実施例１の光音響探触子は、パラキシリレン樹脂の保護層２０５を形成する
ことによって光反射層２０４上のピンホールやキズを介して音響媒体が支持層２０３に浸
透することがなく、ソルベントクラックが発生しない。これにより、光反射層２０４にピ
ンホールやキズがあっても亀裂の進行を防ぐことができ、ノイズを低減することができる
。また、光音響探触子を走査しながら被検体を測定する場合でも、保護層２０５を形成す
ることで新たに光反射層にキズが生じることがなく、ソルベントクラックの発生を抑え、
低ノイズの光音響探触子を作製することができる。実施例１では、保護層２０５は一層と
しているが、この限りではなく、複数層でもよい。例えば、キズの防止に適した層とソル
ベントクラックを防止するのに適した層に分離し、機能別に複数の保護層を構成してもよ
い。
【００２９】
（実施例２）
図３を用いて、本発明の光音響探触子の実施例２を説明する。実施例２では、スプレー法
によって保護層を形成する。実施例２は、上記実施例１とほぼ同様の構成である。図３に
おいて、図２で示す２百番台の数字と下２桁が同じ３百番台の数字は、図２で示す部分と
それぞれ同様な機能を有する部分を示す。本実施例では、保護層３０５の形成方法として
スプレー法を用いている。スプレー法によりポリウレタンを膜厚１０μｍ以下で形成する
ことができる。このような方法でも、実施例１と同様な効果を奏することができる。
【００３０】
（実施例３）
図６を用いて、本発明の光音響探触子の実施例３を説明する。本実施例の探触子は、図６
で示す様な振動膜上の層構成を有する。探触子は、受信部を有する光音響探触子基板４０
１上に、応力緩和や音響整合などの役割を有する応力緩和層４０２、支持層４０３、ガス
バリア層４０４、光反射層４０５、保護層４０６を積層した構成になっている。応力緩和
層４０２は、ＰＤＭＳなどで形成され、例えば１.５ＭＲａｙｌｓ程度の音響インピーダ
ンスを有する。支持層４０３はポリメチルペンテン（ＴＰＸ）等で形成され、例えば１.
８ＭＲａｙｌｓ程度の音響インピーダンスを有する。ガスバリア層４０４はＳｉＯ２など
で形成され、ガスバリア性や耐湿性などを有する。光反射層４０５は、Ａｕ／Ｃｒなどで
形成される。ガスバリア層４０４と光反射層４０５は薄いので、これらの音響インピーダ
ンスは音響整合には殆ど関係しない。音響媒体４００と接触する保護層４０６は、パラキ
シリレン系ポリマーであるパリレン等で形成され、例えば２.８ＭＲａｙｌｓ程度の音響
インピーダンスを有する。支持層とガスバリア層と光反射層で光反射部材が構成され、こ
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【００３１】
（実施例４）
上記実施形態や実施例で説明した電気機械変換装置を備える探触子は、音響波を用いた被
検体情報取得装置に適用することができる。被検体からの音響波を電気機械変換装置で受
信し、出力される電気信号を用い、光吸収係数などの被検体の光学特性値を反映した被検
体情報を取得することができる。
【００３２】
図７は、光音響効果を利用した本実施例の被検体情報取得装置を示したものである。光源
５１から発生したパルス光５２は、レンズ、ミラー、光ファイバー等の光学部材５４を介
して、被検体５３に照射される。被検体５３の内部にある光吸収体５５は、パルス光のエ
ネルギーを吸収し、音響波である光音響波５６を発生する。電気機械変換装置を収納する
筺体を備えるプローブ（探触子）５７は、光音響波５６を受信して電気信号に変換し、信
号処理部５９に出力する。信号処理部５９は、入力された電気信号に対して、Ａ／Ｄ変換
や増幅等の信号処理を行い、データ処理部５０へ出力する。データ処理部５０は、入力さ
れた信号を用いて被検体情報（光吸収係数などの被検体の光学特性値を反映した被検体情
報）を画像データとして取得する。表示部５８は、データ処理部５０から入力された画像
データに基づいて、画像を表示する。なお、プローブは、機械的に走査するものであって
も、医師や技師等のユーザが被検体に対して移動させるもの（ハンドヘルド型）であって
もよい。
【符号の説明】
【００３３】
１００：音響媒体、１０１：基板、１０２：音響整合層、１０３：支持層、１０４：光反
射層、１０５：保護層

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】
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【図７】
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